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入 札 公 告 

 

 

次のとおり一般競争入札（制限付き）を行いますので公告します。 

 

令和 4年 7月 22日 

 

社会福祉法人 みかん会  

理事長 宮脇 敬  

 

１ 入札に付する事項 

(1) 工 事 名   特別養護老人ホームゆずの里新築工事 

(2) 工事場所   愛媛県松山市星岡 5丁目 25-1、26-1、27-1 

(3) 工事概要   用  途 介護老人福祉施設（広域型特養 60床） 

構  造 鉄骨造 

地上 2階建 

          延床面積 2,753.91㎡  

(4) 工  期   工事請負契約締結日より令和 5年 3月 31日 

(5) 予定価格   680,000,000円(消費税込) 

(6) 最低制限価格 有り 

(7) そ の 他   この公告の工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（平成 12 年法律第 104 号）に基づき、分別解体等及び特定建設資

材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 建設業法(昭和 24年法律第 100号。以下「法」という。) 第 3条第 2項に規定する建

設工事の種類のうち、建築一式工事の許可を受け、かつ法第 3条第 1項第 2号の規定

による特定建設業の許可を受けていること。 

(2) 松山市内に本店又は支店を有しているもので、2021年度松山市建築工事入札参加資 

格業者名簿でＡクラスで総合点が 1,050点以上であること。又は、松山市入札参加資 

格者名簿に登録され、松山市内に支店又は営業所を所有しているもので、法第 27条の 

23第 1項に規定する経営規模等評価通知書・総合評定値通知書（最新のもの）の総合 

評点値（建築一式）が 1,700点以上であること。 

(3) 元請として、告示日より過去 10 年間に医療施設又は福祉施設で鉄筋コンクリート造

又は鉄骨造で 2,000㎡以上の新築工事の施工実績を有していること。 

(4) この告示日において、松山市から入札参加資格停止及び入札参加資格回避を受けてい

る期間中でないこと。開札後、落札決定者が契約締結までに松山市から入札参加資格

停止及び入札参加資格回避を受けた場合は、契約を締結しない。 

(5) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 
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(6) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続き開始申し立て（同法

附則第 2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事

件」という。に係る同法による改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号。以下

「旧法」という）の規定による更生手続き開始の申し立てを含む。以下「更生手続き

開始の申し立て」という。をしていない者又は更生手続き開始の申し立てをなされて

いない者であること。 

(7) 次に掲げるこの公告の工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しく

は人事面において関連がある者でないこと。 

新企画設計株式会社 

   松山市南高井町 1990番地 8 

(8) この入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がない者であること。 

(9) 法第 27 条の 18 第 1 項の規定による、監理技術者資格証(建築工事業に係るものに限

る)及び監理技術者講習修了証を有する者を当該工事現場に専任で配置できる者。 

 

 

３ 入札参加申請に関する事項 

(1) この入札に参加申し込みをする者（以下「入札参加者」という。）は、一般競争入札

参加資格審査申請書（様式第 1 号。以下｢申請書｣という。）に、建設業許可証明書の

写し、入札参加資格等確認資料（様式第 2号、第 3号）及び直近の経営事項審査結果

通知書の写しを添付して申請すること。 

  なお、申請期間中に提出を要する書類を提出しない者及び参加資格がないと認めら 

れた者は、この入札に参加することができない。 

(2) 申請書は、事務局へ持参しなければならない。 

(3) 申請書の提出期間及び提出場所 

ア 提出期間 令和 4年 7月 22日（金）から平成 4年 7月 26日（火 ）の正午まで 

但し、日曜日は除く午前 10時から午後 4時の間。 

イ 提出場所 社会福祉法人 みかん会 事務局 

         愛媛県松山市志津川町 200番地 

         担当者  事務長 松本 

電話    089-978-7553 

(4) 入札参加資格の審査結果は、令和 4年 7月 27日（水）までに一般競争入札参加資格

審査結果通知書（様式第 4号）により行う。 

 

 

 ４ 入札参加資格の喪失に関する事項 

  申請書等により入札参加資格を認められた者であっても入札日までに入札参加資格

を満たさなくなったときは当該工事に係る入札に参加することはできないものとす

る。 
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５ 設計図書等の貸出しに関する事項 

(1) 当該工事に係る設計図書等は、貸出しの方法によるものとする。 

 ア 貸出し期間 

   令和 4年 7月 22日（金）から令和 4年 7月 26日（火）までの午前 10時 

から午後 4時までとする。（但し、日曜日は除く） 

イ 貸出し場所 新企画設計株式会社 

          愛媛県松山市南高井町 1990番地 8 

          担当者  笠井 桂 

電話 089-956-0200 

ウ 貸出し方法 

  電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で貸出しを行い、終了後返却すること。 

  なお、貸出しについては、設計図書貸出申請書（様式第 5号）を提出し承認をうけな

ければならない。 

(2) 設計図書等に関する質問は、質疑応答書（様式第 6号）により持参、又は電子メール

より提出するものとし、電子メールにより申込みを行う場合は、電子メール送信後に

電話で着信の確認を行うこと。 

なお、当該書面の提出期間及び提出場所は次のとおりとする。 

ア 提出期間 令和 4年 7月 27日（水）から令和 4年 7月 28日（木）まで 

の午前 9時から午後 5時までとする。 

イ 提出場所 新企画設計株式会社   

愛媛県松山市南高井町 1990番地 8 

担当者 笠井 桂 

       kasai@shinkikaku.info 

         電話 089-956-0200  ＦＡＸ 089-957-6842 

(3) 設計図書等についての質問に対する回答は、次のとおり質疑応答書（様式第 6号）を

閲覧に供して行う。また、ＦＡＸで入札参加資格者全員に回答を行う。 

 ア 閲覧期間 令和 4年 8月 1日（月）から令和 4年 8月 3日（水）までの 

午前 10時から午後 4時までとする。（但し、土日は除く） 

イ 閲覧場所 社会福祉法人 みかん会 事務局 

         愛媛県松山市志津川町 200番地 

         担当者  事務長 松本 

電話    089-978-7553 

 

 

６ 入札執行の場所及び日時 

(1) 場  所 社会福祉法人 みかん会 事務局 

          愛媛県松山市志津川町 200番地 

           担当者  事務長 松本 

電話    089-978-7553 

 (2) 日  時  令和 4年 8月 5日（金） 午前 10時 30分 
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７ 入札の方法等 

(1) 入札書は入札日時に入札執行の場所に持参し、提出するものとし郵便、電報、 

電話ＦＡＸ等による入札は認めない。 

なお、代理人が入札をする場合は、委任状を併せて提出するものとする。 

(2) 入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか 

を問わず、見積もった契約希望金額（税込）を記載すること。 

(3) 入札回数は 1回とする。 

(4) 入札会場への入場者は 1社当たり 2名までとする。 

 

 

８  入札保証金 

    免除する。 

 

 

９  入札の無効に関する事項 

地方自治法施行令第 167条の 4に定める入札参加資格がない者がした入札又は規則第

6条に該当する入札若しくは同規則に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格審査申請に基づき入札参加資格を認められたものであっても、審

査後、入札参加資格停止等の処分を受ける等、入札時点において２に掲げる資格のな

い者のした入札は無効とする。入札参加者数の限定は無しとする。 

 

 

10  契約の成立要件 

    契約の締結については、社会福祉法人みかん会の理事会の議決を要する。 

 

 

11  落札者の決定方法 

(1)落札は予定価格以下、最低制限価格以上の入札をしたのもとする。 

(2)落札価格が同額の場合は、同額者の抽選により決定する。 

 

 

12  契約保証金 

契約金額の 10分の 1以上を納付するものとする。但し、利付国債の提供又は金融機

関若しくは保証会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、

履行保険契約の締結を行い、又は公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、

契約保証金の納付を免除する。 

 

13  支払条件 

前金払      有 

     詳細は落札業者との協議による。 
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14  契約書作成の要否 

   要 

 

 

15  異議申立て 

入札を行った者は、入札後、規則、工事請負契約約款、設計図書、現場等について

の不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

 

 

16  その他 

(1) 工事保証は工事完成後 2ヵ年とし、部分保証は仕様のとおりとする。 

(2) 工事契約者は本工事の契約を他人に譲渡してはならない。 

(3) 契約後、工事完成引取前に生じた災害・その他の事故については一切、発注者は 

関係ないものとする。 

(4) 工事監理は新企画設計株式会社とする。 

 

 

以上 


